
子牛せり市出場名簿
雌： 156 雄： 去： 170 合計 326

入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

1 13542-6152-9 4 246 芳悠土井 80.0 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

       　 去 27.03.10 ときとしまる 黒原1524462  菊俊土井 村尾　高司

2 13542-6347-9 2 241 芳悠土井 81.0 菊西土井 豊岡市但東町河本

AABBBA  原 去 27.03.15 ひろこ 黒原1561871  福広土井 森井　正彦

3 13542-6346-2 5 252 芳悠土井 78.3 照明土井 豊岡市但東町河本

ABAAAA 原 去 27.03.04 まつはや 黒　2368117 改 奥隼 森井　正彦

4 13542-6344-8 7 264 丸宮土井 79.1 谷石土井 豊岡市但東町河本

CBAAAA 　 去 27.02.20 たにつる 黒　2252632 改 第２安鶴土井 森井　正彦

5 13722-5201-1 3 273 芳悠土井 79.8 照美土井 朝来市和田山町土田

AAABAA  原 雌 27.02.11 ふゆみ 黒　2416019  菊俊土井 川見　和秀

6 13636-1868-0 1 231 千代藤土井 83.0 丸宮土井 丹波市青垣町檜倉

AABAAA  原 去 27.03.25 もみじ 黒原1624674  福芳土井 足立　尚之

7 13636-1813-0 6 254 芳山土井 79.5 菊俊土井 丹波市春日町棚原

AAACAA 原 去 27.03.02 たてふく８ 黒　2334648  谷福土井 山本　浩

8 13522-7178-0 1 257 丸宮土井 81.1 菊俊土井 丹波市市島町乙河内

BAAAAA  原 去 27.02.27 みつひめ２の７ 黒原1559153  照長土井 荻野　浩

9 13636-1815-4 5 275 丸宮土井 82.0 福広土井 丹波市春日町松森

CCBABA 　 去 27.02.09 ふくひろ 黒原1409630  第２安鶴土井 秋末　一男

10 13636-1929-8 11 228 芳山土井 82.4 照長土井 丹波市氷上町氷上

AAACAA 原 去 27.03.28 あゆみ 黒原1300027  菊道土井 元田　松雄

11 13464-6149-4 3 281 丸富土井 81.0 福芳土井 篠山市乾新町

       　 雌 27.02.03 あすみ 黒　2396554  菊俊土井 小西　弘

12 13542-6210-6 4 228 芳悠土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区池ケ平

AAABAA 原 去 27.03.28 よしふく 黒原1524380  照波土井 西井　秀一

13 13542-5654-9 4 254 照忠土井 81.7 福芳土井 香美町村岡区神坂

AAAAAA 原 去 27.03.02 あきよ 黒原1524384  照長土井 伊沢　栄一

14 13542-6083-6 1 280 丸富土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABBAA  原 去 27.02.04 てるふく３ 黒原1624632  幸福土井 森脇　雄一

15 13542-6085-0 1 266 芳山土井 81.4 丸富土井 香美町村岡区丸味

AAACAA  原 去 27.02.18 たにひめ５ 黒原1624637  福芳土井 森脇　雄一

16 13542-5835-2 3 269 芳悠土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

ABACBA  原 去 27.02.15 さざなみ２１２ 黒原1542174  福芳土井 谷渕　侑生

平成27年11月11日

血　　統 損　　徴
摘　　要



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

17 13542-5755-3 3 233 芳悠土井 79.5 芳山土井 香美町小代区野間谷

AAABAA  原 去 27.03.23 ともよし４ 黒　2413814 改 菊俊土井 朝倉　久子

18 13424-0994-0 6 243 照忠土井 80.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 去 27.03.13 てるもり 黒原1404949  菊俊土井 田中　充

19 13542-5527-6 5 252 芳山土井 82.8 菊俊土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 去 27.03.04 おじろの３ 黒原1482205  福芳土井 福井　清溢

20 13722-4643-0 14 224 芳山土井 82.1 第２鶴雪土井 美方郡新温泉町丹土

BBACCB 　 去 27.04.01 たけの６の２ 黒原1127046  菊照土井 中井　雄次

21 13542-5416-3 6 249 芳山土井 81.0 照一土井 美方郡新温泉町塩山

AAAAAA 原 去 27.03.07 ひさいち 黒原1444361  鶴山土井 山本　美香恵

22 13542-5317-3 10 236 照忠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAAAAA 原 去 27.03.20 ふくまる 黒原1271174 高育 鶴丸土井 中井　丈文

23 13542-5583-2 4 254 丸富土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町海上

AABCBA 原 雌 27.03.02 のりふく 黒原1482283  鶴山土井 尾崎　喜代美

24 13542-6019-5 2 283 芳悠土井 79.3 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

CACAAA  原 雌 27.02.01 あきまる 黒　2413823  照長土井 中井　のり子

25 13542-5987-8 2 235 芳悠土井 82.2 菊毬土井 美方郡新温泉町多子

       　 雌 27.03.21 おじろ６の２の１ 黒　2433936  菊西土井 坂本　修治

26 11549-3939-0 5 244 芳悠土井 80.5 照一土井 美方郡新温泉町戸田

BAAAAA 原 雌 27.03.12 ふくいち 黒原1482288  谷福土井 井上　三千男

27 13542-5808-6 1 255 芳山土井 82.7 福芳土井 香美町小代区久須部

AAACAA  原 雌 27.03.01 よしつね８ 黒原1624657  鶴丸土井 福田　富夫

28 13542-5766-9 2 258 芳悠土井 81.2 照美土井 香美町小代区秋岡

ABBBBA  原 雌 27.02.26 きくてる 黒原1573922  谷福土井 今井　正人

29 13542-6250-2 15 268 丸富土井 81.5 照長土井 香美町村岡区境

CACBAA 原 雌 27.02.16 てるさち 黒原1127016 高育 安幸土井 田中　一馬

30 13542-5907-6 2 274 芳山土井 80.2 照一土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 27.02.10 ７８きくいち 黒原1592085  丸富土井 長瀬　五一

31 13542-5426-2 2 295 丸富土井 81.6 福芳土井 香美町村岡区丸味

AABCBA  原 雌 27.01.20 ふじひめ５ 黒原1592068  照長土井 対中　広芳

32 13542-6435-3 2 229 芳悠土井 81.6 丸福土井 豊岡市出石町上野

CBBBAA  原 去 27.03.27 あかり 黒原1594179  菊俊土井 山本　憲一

33 14451-8244-3 6 253 千代藤土井 80.6 福芳土井 豊岡市引野

AAABAA 原 去 27.03.03 きくふく 黒原1449803  菊井土井 竹村　清志



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

34 13542-6655-5 1 239 芳山土井 81.0 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

AAABAA  原 去 27.03.17 ぼたん１ 黒原1627759  照明土井 加悦　大三郎

35 13542-6420-9 12 259 芳山土井 82.1 照長土井 同性複数産子 豊岡市野上

BABBAB 　 去 27.02.25 あいてる３ 黒原1209489  第２安鶴土井 西垣　富夫

36 14451-8371-6 5 247 照和土井 80.2 福芳土井 養父市大屋町宮本

       原 去 27.03.09 まゆみ６ 黒原1467539  鶴丸土井 寺尾　稔

37 13542-6751-4 9 283 芳山土井 83.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BAACAA 原 去 27.02.01 もりさき 黒原1331098  幸豊土井 高橋　副武

38 13542-6766-8 10 275 芳悠土井 81.6 幸豊土井 養父市大屋町若杉

BBBBBA 原 雌 27.02.09 たみ 黒原1271514  照長土井 高橋　副武

39 13542-6828-3 8 269 芳悠土井 82.0 菊俊土井 養父市森

ABABBA 原 雌 27.02.15 ふさとし 黒　2252637  鶴山土井 田村　正宏

40 13722-5088-8 6 309 丸富土井 82.0 福広土井 養父市八鹿町高柳

BACCBA  原 雌 27.01.06 ゆきひめ５の３ 黒原1449855  照長土井 但馬農高

41 08623-5530-0 5 290 丸市土井 80.7 北谷松 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.01.25 なおまつ 黒原1497621  福芳土井 県北部農業技術センタ

42 08623-5534-8 6 288 丸市土井 81.3 茂広波 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.01.27 みつひろなみ 黒原1423435  照菊波 県北部農業技術センタ

43 08623-5535-5 4 288 丸市土井 80.8 石富照 朝来市和田山町安井

       　 雌 27.01.27 かお 黒原1524511  宮照波 県北部農業技術センタ

44 13833-1936-9 9 279 丸宮土井 81.5 照長土井 佐用郡佐用町金屋

CCCAAA 原 雌 27.02.05 とのふく３ 黒　2171641 高 谷福土井 大西　功

45 13708-1766-3 4 282 福芳土井 79.5 丸福土井 宍粟市山崎町葛根

BBABAA 原 雌 27.02.02 まさとまる 黒　2376705  菊井土井 吉岡　慎治

46 12539-2347-4 1 266 丸富土井 79.7 芳悠土井 たつの市神岡町寄井

       　 雌 27.02.18 ひさこ 黒　2446044  丸福土井 三村　公男

47 11770-9146-4 7 277 芳山土井 81.8 第１菊武土井 三田市東山

AAACAA 原 雌 27.02.07 まさみ 黒原1379118  照長土井 岡本　鷹司

48 14355-0589-4 3 246 丸宮土井 80.2 菊俊土井 小野市広渡町

       　 去 27.03.10 もか 黒　2388903  福芳土井 前田　勇雄

49 14355-0591-7 2 244 芳悠土井 80.2 照一土井 小野市広渡町

       　 去 27.03.12 たえこ４の１ 黒　2428228  菊俊土井 前田　勇雄

50 13636-1848-2 9 233 丸宮土井 81.0 福俊土井 丹波市市島町下竹田

BAAAAA 原 去 27.03.23 あさふく 黒原1300032  照長土井 須原　芳夫



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

51 13636-1836-9 11 251 照忠土井 81.3 幸豊土井 丹波市柏原町下小倉

CBCAAB 　 去 27.03.05 きそひめ 黒原1237303  菊照土井 上田　真吾

52 13636-1835-2 2 255 丸宮土井 81.3 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA  原 去 27.03.01 きたよし 黒原1569960  照長土井 上田　真吾

53 14973-6047-9 14 285 照忠土井 81.0 谷福土井 篠山市曽地口

BABAAB 原 雌 27.01.30 ひさと 黒原1137879  安美土井 清水　健司

54 14973-6048-6 2 258 丸宮土井 80.3 丸富土井 篠山市曽地奥

BABAAA  原 雌 27.02.26 ゆいふく 黒　2420163  菊俊土井 岡本　栄一

55 13542-6104-8 4 259 照忠土井 81.1 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA  原 去 27.02.25 ごいちよ２ 黒原1524406  照長土井 村尾　千代美

56 13542-5400-2 2 255 芳山土井 81.8 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA  原 去 27.03.01 ともよし 黒原1573924  菊俊土井 山本　智明

57 13542-5383-8 14 237 芳悠土井 82.3 第２鶴雪土井 美方郡新温泉町塩山

AAABAA 原 去 27.03.19 ゆきなが 黒原1127018 高 照長土井 野田　良之

58 13542-5349-4 4 250 芳山土井 80.2 丸福土井 頭・顔に大きな輪 美方郡新温泉町多子

       　 去 27.03.06 てるみ 黒原1524451  谷福土井 その他 竹下　千江子

59 13542-5351-7 4 248 芳山土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町多子

       　 去 27.03.08 えいこ１の１ 黒　2391472  福芳土井 竹下　与輔

60 13542-5819-2 7 259 芳山土井 81.7 菊俊土井 香美町小代区神水

AAACAA 原 去 27.02.25 しょうふく１７ 黒原1331233 高 鶴丸土井 藤原　吉子

61 13542-5506-1 5 255 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町香住区丹生地

BBBCBA 原 去 27.03.01 みなこ 黒原1444274  照長土井 淀　貴至

62 13542-5297-8 2 247 丸富土井 80.7 茂広波 香美町村岡区味取

BACCCA  原 去 27.03.09 てるしげ 黒原1592061  照長土井 西山　勝

63 13542-5612-9 2 213 照忠土井 81.8 芳山土井 香美町村岡区熊波

BAAAAA  原 去 27.04.12 きくみ２の５ 黒原1592056  谷福土井 井上　哲也

64 13542-5614-3 13 211 芳山土井 80.2 鶴山土井 香美町村岡区熊波

AAABAA 原 去 27.04.14 ふくつるやま 黒原1170012 高改 安幸土井 井上　哲也

65 13542-5723-2 7 242 芳悠土井 81.7 照長土井 香美町村岡区中大谷

BBBBBA 原 去 27.03.14 ふくてる 黒原1368897  幸豊土井 藤岡　義久

66 13542-5537-5 4 281 照和土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区和池

       原 雌 27.02.03 おじろひめ 黒原1482149  照長土井 西崎　武志

67 13542-5656-3 2 241 芳悠土井 81.0 鶴神土井 香美町村岡区神坂

CBBAAA  原 雌 27.03.15 かずつる 黒原1592034  照長土井 伊沢　栄一



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

68 13542-5515-3 7 258 丸宮土井 81.4 福芳土井 香美町香住区丹生地

BCAAAA 原 雌 27.02.26 としふく０７ 黒原1404823  菊俊土井 今西　修輔

69 13542-5784-3 4 281 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町小代区東垣

ABACBA  原 雌 27.02.03 おふくひめ３ 黒原1524443  福芳土井 今井　正己

70 13542-5786-7 5 281 丸富土井 82.8 福芳土井 香美町小代区東垣

AABCBA 原 雌 27.02.03 まさひめ 黒原1482216 高 菊俊土井 今井　正己

71 13424-0981-0 5 261 照也土井 80.5 福広土井 美方郡新温泉町諸寄

BACAAB 原 雌 27.02.23 みやよし 黒原1482289 高 谷福土井 大田　好雄

72 13542-5368-5 8 253 照忠土井 81.6 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

CABAAB 　 雌 27.03.03 きくつる７ 黒原1368831 高 照長土井 西坂　嘉津美

73 13542-5420-0 11 256 福芳土井 82.3 照長土井 美方郡新温泉町塩山

BCBCCB 原 雌 27.02.28 うめか 黒原1271173 改 第２安鶴土井 野田　道江

74 13542-5335-7 6 220 芳悠土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町岸田

BBBBBA 原 雌 27.04.05 さとみ２ 黒原1444378  谷福土井 田中　孝広

75 13937-6394-7 10 283 芳山土井 80.5 第１満金波 宍粟市一宮町東河内

BAABAB 原 雌 27.02.01 みつもり 黒　2132188  奥秀 小池　一博

76 13542-6656-2 5 233 芳悠土井 81.5 菊宮土井 豊岡市竹野町三原

BAABAA 原 去 27.03.23 ぼたん６ 黒原1449795  谷福土井 加悦　大三郎

77 13542-6382-0 7 263 丸宮土井 81.2 北宮波 豊岡市但東町高竜寺

BABBAA 原 去 27.02.21 もりみや３ 黒原1331070 育改 照長土井 小牧　成基

78 13722-4713-0 7 272 丸宮土井 81.7 谷石土井 豊岡市但東町高竜寺

BAAAAA 原 去 27.02.12 みかこ 黒原1368996 改 谷福土井 小牧　伸典

79 13722-4781-9 1 282 丸宮土井 81.5 芳悠土井 豊岡市但東町河本

ABAAAA  原 去 27.02.02 すぎひさ 黒　2454113  照菊波 森井　正彦

80 13722-5090-1 1 299 芳山土井 80.4 照一土井 養父市八鹿町高柳

       　 去 27.01.16 すずいち 黒原1627805  福芳土井 但馬農高

81 13542-6759-0 9 273 丸富土井 82.4 福芳土井 養父市大屋町若杉

BBBCBA 原 去 27.02.11 もりあさ 黒原1299818 改 幸豊土井 高橋　副武

82 13542-6762-0 1 272 芳山土井 80.6 丸宮土井 養父市大屋町若杉

       　 雌 27.02.12 まきあめ 黒原1627793  福広土井 高橋　大樹

83 13542-6830-6 3 256 丸富土井 80.5 福広土井 養父市森

BACBBA  原 雌 27.02.28 まきふく 黒原1561882  菊宮土井 田村　正宏

84 14451-8369-3 3 266 芳山土井 80.2 福芳土井 養父市大屋町宮本

AAACAA  原 雌 27.02.18 みつやすよし４ 黒原1561889  菊俊土井 寺尾　智也



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

85 14451-8247-4 5 264 芳悠土井 80.0 菊宮土井 豊岡市引野

ABABBA  原 雌 27.02.20 いなぎく 黒原1467505  照長土井 竹村　清志

86 13542-6433-9 4 246 丸宮土井 81.0 菊俊土井 豊岡市出石町上野

CBAAAA 原 雌 27.03.10 ひかり 黒原1528514  照長土井 山本　憲一

87 08617-5544-6 2 267 丸市土井 80.1 丸尚土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.02.17 なおしげ 黒原1592311  福芳土井 県北部農業技術センタ

88 08617-5543-9 2 269 丸市土井 80.6 茂広波 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.02.15 たかつる 黒原1592312  照一土井 県北部農業技術センタ

89 08623-5536-2 3 287 丸市土井 81.2 鶴神土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.01.28 ひめつるがみ 黒原1553231  菊俊土井 県北部農業技術センタ

90 13833-1908-6 5 307 丸富土井 80.5 福広土井 佐用郡佐用町櫛田

CBCCCA 原 雌 27.01.08 たにふく 黒原1449828  第２鶴雪土井 竹内　隆

91 14718-9820-2 7 241 千代藤土井 81.2 福芳土井 ＥＴ産子 佐用郡佐用町口長谷

AACBAA 原 去 27.03.15 やすふく３ 黒　2269229  鶴丸土井 林　良夫

92 14755-3407-6 4 258 丸富土井 79.2 福芳土井 相生市矢野町真広

BBCBBA 原 雌 27.02.26 みつふく２ 黒　2376708  照長土井 坂本　修一

93 14628-0523-3 5 274 丸宮土井 80.0 福芳土井 小野市万勝寺町

BCAAAA 原 去 27.02.10 みやしげ３２ 黒　2362248  照長土井 宮下　俊子

94 14628-0520-2 2 288 丸宮土井 80.6 丸宮土井 同性複数産子 小野市万勝寺町

BBAAAA  原 去 27.01.27 みやさかえ６の３ 黒　2432154  福芳土井 宮下　俊子

95 13636-1923-6 7 207 丸宮土井 83.0 福芳土井 丹波市青垣町檜倉

ACAABA 　 去 27.04.18 ゆき 黒原1370041  安幸土井 足立　尚之

96 13636-1825-3 3 256 芳山土井 81.0 菊西土井 丹波市氷上町小谷

AAACAA  原 去 27.02.28 ゆうみや７ 黒原1559158  北宮波 細見　忠和

97 13636-1774-4 4 268 丸宮土井 81.7 福芳土井 丹波市市島町岩戸

BCAABA 原 雌 27.02.16 きみよし 黒原1524542  幸豊土井 大槻　良

98 13636-1793-5 6 290 芳悠土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町柏原

ABAAAA 原 雌 27.01.25 さとみ２ 黒原1449580  第２安鶴土井 下山　一彦

99 14973-6092-9 5 283 照忠土井 81.3 福広土井 篠山市曽地口

AAABAA  原 雌 27.02.01 ひとみ 黒　2360075  鶴丸土井 清水　健司

100 13542-5880-2 4 259 芳悠土井 80.3 照一土井 香美町村岡区宿

ABBBBA  原 去 27.02.25 かなみや２ 黒原1524355  北宮波 上田　伸也

101 13542-6133-8 9 259 芳悠土井 81.7 照長土井 香美町村岡区丸味

BCBBCA 　 去 27.02.25 まさゆき８ 黒　2209101  第２安鶴土井 小林　操



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

102 13542-5836-9 5 253 芳悠土井 80.3 菊俊土井 香美町村岡区長瀬

ACABBA 去 27.03.03 なおこ 黒原1482193  第２安鶴土井 谷渕　侑生

103 13542-5837-6 8 253 照忠土井 81.7 福広土井 香美町村岡区長瀬

CABAAB 　 去 27.03.03 ひろみ１ 黒原1368870  幸豊土井 谷渕　侑生

104 13542-5775-1 12 269 福芳土井 81.1 第２照久土井 香美町小代区東垣

BBBBCB 　 去 27.02.15 みつひめ２ 黒　2110255  照長土井 中村　まゆみ

105 11549-3935-2 4 253 丸富土井 80.4 福芳土井 美方郡新温泉町古市

AABCAA 原 去 27.03.03 つねなか 黒原1482287  照波土井 石原　寿

106 13542-6580-0 1 269 芳悠土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町熊谷

ABABBA  原 去 27.02.15 ひさたに６ 黒　2452183  第２安鶴土井 山本　賢一

107 13542-5324-1 5 259 芳山土井 80.6 菊俊土井 美方郡新温泉町中辻

AAACAA 原 去 27.02.25 みゆき３ 黒原1482261  福芳土井 高美　萬喜子

108 13542-6013-3 4 314 芳山土井 80.5 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

AAACAA 原 雌 27.01.01 かねこ１ 黒　2391477  菊俊土井 中井　のり子

109 13542-6012-6 2 313 丸富土井 80.0 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

AABCAA  原 雌 27.01.02 ぼたん１ 黒原1573926 改 福広土井 中井　のり子

110 13542-5399-9 6 273 芳悠土井 82.0 福広土井 美方郡新温泉町塩山

AABAAA 原 雌 27.02.11 はるにしき 黒原1444364  照長土井 山本　智明

111 13542-5307-4 3 261 芳山土井 80.1 菊西土井 美方郡新温泉町丹土

AAABAA  原 雌 27.02.23 ふく７の２ 黒原1542182  鶴山土井 県立但馬牧場公園

112 13542-5563-4 7 231 芳山土井 83.2 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 雌 27.03.25 さかえ５の２ 黒原1404910  照長土井 田中　房夫

113 13542-5817-8 3 276 福芳土井 79.5 丸福土井 香美町小代区神水

ABACBA  原 雌 27.02.08 さちひさまる 黒　2413813  福芳土井 藤原　敏和

114 13542-5752-2 1 251 照忠土井 84.0 芳悠土井 香美町小代区野間谷

AAAAAA  原 雌 27.03.05 つねふじ５ 黒原1624650  鶴丸土井 朝倉　久子

115 13542-5439-2 5 231 芳悠土井 80.5 菊俊土井 香美町村岡区味取

ABACCA 原 雌 27.03.25 みつぎく 黒原1482187  照長土井 阿瀬　稔

116 13542-5604-4 6 274 照忠土井 80.0 福芳土井 香美町村岡区熊波

AAAAAA 原 雌 27.02.10 おふく１０の１ 黒原1444307 高育 谷福土井 井上　哲也

117 13542-5605-1 5 264 丸富土井 82.0 菊俊土井 香美町村岡区熊波

BACCCA  原 雌 27.02.20 おふく２ 黒原1482222 高育 鶴山土井 井上　哲也

118 14596-0676-8 8 268 芳山土井 81.1 光照土井 宍粟市波賀町道谷

AAACAB 原 雌 27.02.16 けいこ 黒　2226846  安幸土井 岸本　章弘



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

119 13542-6666-1 1 223 芳悠土井 81.1 丸宮土井 豊岡市竹野町三原

ABAAAA  原 去 27.04.02 ぼたんの１ 黒原1594169 改 谷福土井 加悦　大三郎

120 13542-6349-3 12 232 芳悠土井 83.0 谷美土井 豊岡市但東町河本

BABAAB 　 去 27.03.24 もりやす 黒原1188987 改 奥秀 森井　正彦

121 13542-6390-5 2 236 芳悠土井 80.6 丸宮土井 豊岡市但東町高竜寺

ABAAAA  原 去 27.03.20 わかこ２ 黒原1594181 改 北宮波 小牧　伸典

122 13542-6388-2 8 249 芳悠土井 81.7 福芳土井 豊岡市但東町高竜寺

ACABCA 原 去 27.03.07 もりまつ 黒原1368997 高育 照長土井 小牧　伸典

123 13722-5037-6 8 236 丸宮土井 81.1 福芳土井 養父市養父市場

BBAAAA 原 去 27.03.20 ゆきひめ３ 黒原1368869 高 照長土井 吉村　英美

124 13542-6761-3 5 267 芳山土井 80.0 照一土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 27.02.17 たになかひめ７ 黒原1444245  谷福土井 高橋　副武

125 13542-6680-7 11 259 丸富土井 82.0 照長土井 養父市大屋町若杉

BACBBA 原 雌 27.02.25 まさひめ 黒原1271513  谷福土井 高橋　副武

126 13542-6831-3 1 255 丸宮土井 80.5 照忠土井 養父市森

       　 雌 27.03.01 めぐてる 黒原1627783  芳山土井 田村　正宏

127 13542-6854-2 4 262 芳悠土井 81.3 丸宮土井 養父市大屋町大屋市場

BCAABA 原 雌 27.02.22 はなまる 黒原1528540  照長土井 岩花　玉男

128 13722-5089-5 3 308 芳山土井 80.6 菊俊土井 養父市八鹿町高柳

AAACAA  原 雌 27.01.07 みつひめきく 黒原1561873  福広土井 但馬農高

129 08623-5510-2 6 303 照海土井 81.4 北丸土井 朝来市和田山町安井

       　 雌 27.01.12 まるやす 黒原1423452  谷福土井 県北部農業技術センタ

130 08623-5516-4 2 300 照海土井 79.8 丸福土井 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.01.15 ふくのまる 黒　2433979  福芳土井 県北部農業技術センタ

131 08623-5519-5 5 298 丸市土井 80.5 北奥道 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.01.17 あつひめ 黒原1457367  谷石土井 県北部農業技術センタ

132 08623-5522-5 3 295 丸市土井 78.4 宮菊城 朝来市和田山町安井

       原 雌 27.01.20 しろまる 黒　2391502  北丸土井 県北部農業技術センタ

133 13833-1935-2 2 263 芳悠土井 82.0 福芳土井 佐用郡佐用町口長谷

ABABBA  原 雌 27.02.21 たけかめ 黒　2437586  照長土井 竹田　瞳

134 13833-1959-8 6 257 丸宮土井 82.2 福芳土井 宍粟市山崎町与位

BBAAAA 原 雌 27.02.27 まさ 黒原1370038  鶴丸土井 中坪　みどり

135 13833-1956-7 3 248 芳悠土井 80.6 谷福土井 神崎郡神河町猪篠

BBBBBA 原 雌 27.03.08 きよか 黒　2388904  照長土井 藤原　幸子



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

136 14006-0004-3 10 249 千代藤土井 80.7 照長土井 加東市吉馬

BACBBA 原 雌 27.03.07 ともこ 黒　2093403  茂光波 戸田　稔

137 14593-2046-6 4 274 丸宮土井 80.5 菊西土井 神戸市北区淡河町神田

BBBAAA  原 雌 27.02.10 ふくにし 黒　2393955  谷福土井 奥下　均

138 14355-0563-4 10 222 芳山土井 80.1 幸豊土井 小野市長尾町

BBACAA 原 去 27.04.03 きくとよ 黒　2180463  菊照土井 岡田　勇治

139 12535-0059-0 2 275 丸宮土井 80.0 千代藤土井 加西市常吉町

BAAAAA  原 去 27.02.09 あかねまる 黒　2431363  谷福土井 県立農業大学校

140 13636-1839-0 9 233 芳山土井 82.3 照長土井 丹波市柏原町下小倉

BABCAA 原 雌 27.03.23 てるあき 黒原1342775  谷美土井 上田　真吾

141 13636-1838-3 9 239 丸宮土井 81.4 福俊土井 丹波市柏原町下小倉

BAAAAA 原 雌 27.03.17 としかず 黒原1342776  菊照土井 上田　真吾

142 13636-1877-2 4 234 芳悠土井 80.5 菊宮土井 丹波市山南町北和田

BAAAAA 原 雌 27.03.22 よしみや 黒　2374407  代幸土井 田中　憲蔵

143 13636-1850-5 1 248 芳悠土井 80.8 丸富土井 丹波市市島町下竹田

AAABBA  原 去 27.03.08 とみふくみや 黒原1624677  福芳土井 須原　芳夫

144 14973-6090-5 2 258 千代藤土井 80.0 照一土井 篠山市曽地口

       　 去 27.02.26 いくよ 黒　2431367  菊俊土井 清水　健司

145 14973-6081-3 2 269 芳悠土井 78.0 照一土井 篠山市今田町市原

       　 雌 27.02.15 よりこ 黒　2420160  菊俊土井 古家後　康夫

146 13542-5588-7 7 224 照忠土井 85.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

BAABAA 原 去 27.04.01 つねふく 黒原1404939  照長土井 植田　秀作

147 13542-6106-2 2 253 照忠土井 79.3 福芳土井 美方郡新温泉町飯野

AAAAAA  原 去 27.03.03 みやよし２３ 黒　2431361  福芳土井 村尾　千代美

148 13542-6107-9 2 246 照忠土井 81.3 芳山土井 美方郡新温泉町飯野

BAAAAA  原 去 27.03.10 ますふく５ 黒原1559100  照長土井 村尾　千代美

149 13722-4644-7 5 222 芳山土井 81.2 鶴山土井 美方郡新温泉町丹土

BAABBA 原 去 27.04.03 たけの８の６の５ 黒原1464020  照長土井 中井　雄次

150 13542-5528-3 6 249 芳悠土井 81.6 福芳土井 美方郡新温泉町春来

ABACCA 原 去 27.03.07 なかかね２ 黒原1444325 高 谷福土井 福井　清溢

151 13542-5788-1 4 271 芳悠土井 83.0 丸富土井 香美町小代区東垣

AABCBA  原 去 27.02.13 おじろひめ 黒原1524444 高育 福芳土井 今井　正己

152 13542-6096-6 4 255 照忠土井 80.6 福広土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA 原 去 27.03.01 ろくふく４ 黒原1482240 鶴丸土井 森脇　薫明



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

153 13542-6173-4 6 241 芳悠土井 81.4 菊俊土井 香美町村岡区丸味

ABABBA 原 去 27.03.15 はるか３ 黒原1444328 鶴山土井 森脇　雄一

154 13542-6176-5 7 230 芳山土井 82.3 菊俊土井 香美町村岡区丸味

AAACAA 原 去 27.03.26 たになかひめ６ 黒原1404863 谷福土井 森脇　雄一

155 13542-5655-6 5 248 芳悠土井 82.0 福広土井 香美町村岡区神坂

BCCACA 原 去 27.03.08 ひめひろ 黒原1482176 第２鶴雪土井 伊沢　美智世

156 13542-6209-0 6 249 芳悠土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区池ケ平

BBBBBA 原 雌 27.03.07 ふるみ２ 黒原1444230 福芳土井 西井　秀一

157 13542-5913-7 2 265 丸富土井 80.4 芳山土井 香美町村岡区丸味

BABBAA  原 雌 27.02.19 ７３もりてる６ 黒原1573916 改 照長土井 長瀬　五一

158 13542-5747-8 9 249 芳悠土井 81.0 照長土井 香美町小代区神場

CBCBBA 原 雌 27.03.07 ふくさかえ 黒原1331216 第２安鶴土井 上治　秀正

159 13542-5796-6 3 276 芳悠土井 82.1 照美土井 香美町小代区佐坊

AAABBA  原 雌 27.02.08 よしみ 黒原1559098 福芳土井 本上　純也

160 13542-5857-4 1 251 照忠土井 81.1 福芳土井 美方郡新温泉町久斗山

AAAAAA  原 雌 27.03.05 みやとき 黒原1592132 照長土井 中村　文吾

161 13424-0989-6 4 274 照海土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

       原 雌 27.02.10 てるもり１の２ 黒原1524500 第２照久土井 田中　充

162 13542-5984-7 10 266 福芳土井 82.0 菊安土井 美方郡新温泉町熊谷

ABACCC 　 雌 27.02.18 ふくひめ２ 黒　2146409 安谷土井 左右田　哲夫

163 13542-5348-7 11 264 芳悠土井 81.3 照長土井 美方郡新温泉町多子

BBBBBA 原 雌 27.02.20 ふくひめ６ 黒原1271155 改 茂金波 竹下　与輔

164 13542-5982-3 6 266 芳山土井 81.3 菊俊土井 美方郡新温泉町塩山

BAACBA 原 雌 27.02.18 としふく 黒原1444365  菊照土井 坂本　隆子

165 13542-5330-2 3 237 芳悠土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町海上

ABABBA  原 雌 27.03.19 ふゆみ３ 黒原1559132  照義土井 池成　肇

166 14447-6408-4 12 229 芳悠土井 81.8 菊茂土井 宍粟市一宮町東河内

ABCBCA 原 去 27.03.27 ゆき９ 黒　2078764  菊照土井 小池　一博

167 14451-8619-9 4 277 丸宮土井 81.8 菊俊土井 朝来市神子畑

BAAAAA 原 去 27.02.07 きよぎく 黒原1467549  谷福土井 仙賀　隆文

168 13722-4803-8 3 254 照忠土井 81.1 芳山土井 豊岡市但東町佐々木

AAABAA  原 去 27.03.02 としやま 黒　2416012  菊俊土井 西　幸信

169 13542-6310-3 4 246 芳山土井 81.6 丸宮土井 豊岡市清冷寺

AAABAA  原 去 27.03.10 よしま 黒原1528504  光照土井 浅井　光澄



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

170 13542-6489-6 7 220 芳悠土井 80.7 菊宮土井 豊岡市日高町知見

CBAAAA 　 去 27.04.05 さつきみや 黒原1409421  第２安鶴土井 山崎　豊志

171 13748-3526-7 9 251 芳悠土井 82.0 菊俊土井 養父市浅野

BBAAAA 原 去 27.03.05 としみ 黒原1347505  安幸土井 米田　俊夫

172 13542-6769-9 8 252 芳悠土井 81.0 菊俊土井 養父市大屋町若杉

BBAAAA 原 去 27.03.04 ゆきとし 黒原1369027  安幸土井 高橋　副武

173 13542-6767-5 6 252 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町若杉

ABAAAA 原 去 27.03.04 のうみ２ 黒原1449849  照長土井 高橋　副武

174 13542-6833-7 7 251 芳悠土井 83.4 菊俊土井 養父市森

AAABAA 原 雌 27.03.05 ふさぶき 黒原1409459  鶴山土井 田村　正宏

175 13542-6862-7 4 226 芳悠土井 81.1 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

ABBCCA 原 雌 27.03.30 ひな 黒原1489216  照長土井 岩花　希

176 13722-4944-8 3 236 芳山土井 80.3 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAAAAA  原 雌 27.03.20 おみな４ 黒原1561892 改 照長土井 上垣　勇吾

177 13722-5043-7 7 261 芳山土井 83.0 照長土井 養父市養父市場

AAACBA 原 雌 27.02.23 つるみ 黒原1369026  第２鶴雪土井 吉村　英之

178 14451-8519-2 8 267 千代藤土井 79.7 菊安土井 養父市建屋

AABBAB  原 雌 27.02.17 やすもり 黒　2209091  照菊波 大封　健太

179 13722-4714-7 6 271 丸宮土井 81.6 菊宮土井 豊岡市但東町高竜寺

BBAAAA 原 雌 27.02.13 まつえ 黒原1449822 改 福芳土井 小牧　伸典

180 13542-6343-1 3 267 丸宮土井 80.6 福広土井 豊岡市但東町河本

BAABAA 原 雌 27.02.17 てるふく 黒原1528524  照長土井 森井　正彦

181 13542-6318-9 3 265 丸宮土井 81.0 福芳土井 豊岡市中郷

AAABAA 原 雌 27.02.19 第２きくてる 黒原1528500  菊安土井 新田　顕雄

182 13722-5198-4 6 306 丸宮土井 81.0 照長土井 朝来市和田山町土田

CAAAAA 原 雌 27.01.09 はなこ４ 黒原1331123  鶴丸土井 川見　和秀

183 14718-9822-6 8 225 千代藤土井 81.2 福芳土井 ＥＴ産子 佐用郡佐用町口長谷

AACBAA 原 去 27.03.31 やすふく３ 黒　2269229  鶴丸土井 林　良夫

184 13833-1934-5 2 259 福芳土井 82.1 照也土井 佐用郡佐用町才金

       　 雌 27.02.25 みゆなり 黒　2432166  菊俊土井 谷口　寿美

185 14755-3408-3 3 255 菊西土井 80.1 福芳土井 相生市矢野町真広

AABBBA  原 雌 27.03.01 かずよし２ 黒　2413848  照長土井 坂本　修一

186 14355-0592-4 1 236 千代藤土井 80.1 丸富土井 小野市広渡町

BACBAA  原 去 27.03.20 みなとみ 黒　2450336  谷福土井 前田　勇雄



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

187 14355-0558-0 8 255 丸宮土井 78.5 福俊土井 小野市長尾町

CBBAAA 原 去 27.03.01 みやさかえ４ 黒　2252624  照長土井 岡田　勇治

188 14628-0526-4 4 264 丸宮土井 79.3 福芳土井 小野市万勝寺町

BBAAAA  原 去 27.02.20 みやいずみ２ 黒　2384191  照長土井 宮下　悦子

189 13636-1817-8 2 253 芳山土井 80.4 丸宮土井 丹波市市島町岩戸

       　 去 27.03.03 てつしげまる 黒原1592302  照一土井 大槻　良

190 13636-1828-4 3 266 丸富土井 81.6 菊俊土井 丹波市青垣町東芦田

AABCBA 原 去 27.02.18 きくひかり 黒原1497778  福芳土井 前田　貴雄

191 13636-1824-6 7 259 丸宮土井 81.3 福広土井 丹波市氷上町小谷

ABAAAA 原 去 27.02.25 よしふく２ 黒原1409610  谷福土井 細見　忠和

192 14973-6084-4 4 255 照忠土井 80.5 菊俊土井 篠山市曽地口

BAAAAA  原 雌 27.03.01 いくとし 黒　2396558  鶴山土井 清水　健司

193 14973-6077-6 2 242 丸宮土井 80.3 千代藤土井 篠山市倉本

AAAAAA  原 去 27.03.14 なつひ 黒　2431374  谷福土井 宇杉　弘

194 13542-5724-9 2 261 第２安鶴土井 80.4 照也土井 香美町村岡区黒田

CBCAAC 去 27.02.23 ながひめ 黒原1592043  照長土井 長岡　直美

195 13542-5736-2 9 248 照忠土井 81.1 菊俊土井 香美町村岡区川会

AAACAA 原 去 27.03.08 たにきそひめ３ 黒原1331182  谷福土井 谷　祥一

196 13542-5284-8 10 272 丸富土井 81.3 照長土井 香美町村岡区味取

CACBBB 　 去 27.02.12 てるひめ 黒原1271090 育改 谷美土井 西山　勝

197 13542-5294-7 6 264 芳山土井 80.7 菊俊土井 香美町村岡区味取

BAACAA 原 去 27.02.20 ゆきなが５ 黒原1404887  照長土井 西山　勝

198 13542-5507-8 1 253 照忠土井 82.1 芳悠土井 香美町香住区丹生地

       　 去 27.03.03 みやつばき 黒原1624663 改 丸宮土井 淀　貴至

199 13542-5776-8 1 263 芳山土井 81.4 福芳土井 香美町小代区東垣

AAACAA  原 去 27.02.21 みつふくと３ 黒原1624654  第２照久土井 中村　まゆみ

200 13542-5619-8 1 235 芳山土井 82.1 丸富土井 美方郡新温泉町切畑

       　 去 27.03.21 てるしお２ 黒原1624556  福芳土井 倉田　拓磨

201 13542-5325-8 11 258 芳悠土井 80.3 照波土井 美方郡新温泉町中辻

AABBAA 原 去 27.02.26 ゆりなみ 黒原1271164  谷福土井 高美　治

202 13542-5417-0 3 249 照忠土井 80.7 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAABAA  原 去 27.03.07 ひさひめ 黒原1559123  鶴丸土井 山本　美香恵

203 13542-5561-0 1 253 芳悠土井 80.8 照一土井 美方郡新温泉町海上

AAAAAA  原 去 27.03.03 ふく３の２ 黒原1624588  福芳土井 尾崎　広貴



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

204 13542-5582-5 5 256 芳山土井 81.0 丸福土井 美方郡新温泉町海上

BAACAA 原 雌 27.02.28 きよふく 黒原1482284  菊俊土井 植田　光隆

205 13542-5980-9 2 264 芳山土井 81.7 照一土井 美方郡新温泉町飯野

BAABAA  原 雌 27.02.20 てるひめ 黒　2433940  菊俊土井 村尾　賢一

206 11549-3945-1 12 248 照和土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町諸寄

       　 雌 27.03.08 ふくつねの２ 黒原1127031  第２安鶴土井 田中　稔

207 13542-5993-9 2 246 芳悠土井 80.5 菊西土井 美方郡新温泉町古市

AAABAA  原 雌 27.03.10 つねはな 黒原1592137  福芳土井 石原　寿

208 13542-5767-6 3 254 照忠土井 80.8 福芳土井 香美町小代区秋岡

AAAAAA  原 雌 27.03.02 みやよし 黒原1559096 改 鶴丸土井 今井　正人

209 13542-5903-8 2 278 丸富土井 81.1 照一土井 香美町村岡区丸味

CACAAA  原 雌 27.02.06 ８０みつつる３ 黒原1592087 改 第２安鶴土井 長瀬　五一

210 13542-5849-9 1 276 芳悠土井 80.8 丸富土井 香美町村岡区丸味

AABBBA  原 雌 27.02.08 きくつるみ１２ 黒原1624623  福芳土井 小林　操

211 13542-5538-2 6 269 照海土井 81.0 菊俊土井 香美町村岡区和池

       　 雌 27.02.15 ふくこ 黒原1444228  福芳土井 西崎　武志

212 14596-0677-5 4 257 丸宮土井 82.6 光照土井 宍粟市波賀町道谷

BBBAAA  原 去 27.02.27 めぐみ 黒　2376694  幸豊土井 岸本　章弘

213 14451-8144-6 2 234 芳悠土井 80.5 丸富土井 豊岡市宮井

AABBAA  原 去 27.03.22 くみ 黒原1594175  福広土井 綿田　謙

214 13542-6664-7 5 235 照忠土井 80.4 福芳土井 豊岡市但東町唐川

AAAAAA  原 去 27.03.21 たみ 黒原1449826  谷美土井 中儀　吉郎

215 13722-4804-5 3 253 丸宮土井 81.7 芳山土井 豊岡市但東町佐々木

BAAAAA  原 去 27.03.03 てるやま 黒原1561872 改 照長土井 西　幸信

216 13542-6308-0 2 262 丸宮土井 81.5 福芳土井 豊岡市清冷寺

ABAABA  原 去 27.02.22 まつふく 黒原1594172 改 照長土井 浅井　光澄

217 13542-6857-3 6 246 芳山土井 80.8 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

BAACAA  原 去 27.03.10 りつみきく 黒原1449840 改 幸豊土井 岩花　玉男

218 13542-6835-1 5 240 福芳土井 81.6 菊俊土井 養父市森

ABACBA  原 去 27.03.16 めぐたけ 黒原1489215  福俊土井 田村　正宏

219 13542-6771-2 5 249 丸宮土井 80.4 菊俊土井 養父市大屋町若杉

CBAAAA  原 去 27.03.07 まさひで 黒原1489244  照長土井 高橋　副武

220 13542-6770-5 9 264 芳悠土井 83.3 幸豊土井 養父市大屋町若杉

BCACCA 原 雌 27.02.20 のりとよ 黒原1299820  谷美土井 高橋　本明



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

221 13722-4943-1 2 253 芳山土井 81.6 丸宮土井 養父市大屋町蔵垣

AAABAA  原 雌 27.03.03 つばき 黒原1594200  福芳土井 上垣　勇吾

222 14451-8518-5 11 277 千代藤土井 81.2 照長土井 養父市建屋

CACAAB 　 雌 27.02.07 あさみ 黒原1221363  菊安土井 大封　健太

223 13722-4783-3 7 282 丸宮土井 80.7 照明土井 豊岡市但東町河本

CBBAAA 原 雌 27.02.02 もりてる 黒　2226829  奥秀 森井　正彦

224 13542-6317-2 11 275 照忠土井 81.2 菊俊土井 豊岡市中郷

BAAAAA 原 雌 27.02.09 ぼたん 黒原1239758 高育改 鶴丸土井 新田　義孝

225 13542-6414-8 3 283 芳悠土井 81.2 丸福土井 豊岡市野上

BABBAA  原 雌 27.02.01 まるか 黒原1561850  福芳土井 西垣　富夫

226 13722-4723-9 2 255 芳悠土井 81.2 照也土井 豊岡市日高町知見

AABBAA  原 雌 27.03.01 やまてる 黒原1489152  谷福土井 山崎　豊志

227 13833-1937-6 3 259 千代藤土井 82.3 丸富土井 佐用郡佐用町平谷

BACAAA  原 雌 27.02.25 おかとよまる 黒　2411874  光照土井 安岡　林

228 13833-1961-1 4 230 芳山土井 80.1 宮弘波 赤穂市木津

       　 去 27.03.26 てるこ 黒　2396543  照長土井 溝田　泰司

229 13833-2004-4 4 250 丸宮土井 81.4 菊俊土井 姫路市白鳥台

BBAAAA 原 去 27.03.06 つるひめ 黒　2396586  福芳土井 石原　寛大

230 11770-9147-1 5 266 丸宮土井 81.6 福広土井 三田市東山

ABABBA 原 雌 27.02.18 ふくなが 黒原1467557  照長土井 岡本　鷹司

231 12535-0060-6 9 274 丸宮土井 80.4 照長土井 加西市常吉町

CBCAAA 原 去 27.02.10 ゆきてる 黒　2159141  谷福土井 県立農業大学校

232 14754-3751-3 8 272 宮菊城 81.0 福芳土井 加西市常吉町

AAABAA 原 去 27.02.12 よしつる 黒原1368973  北宮波 県立農業大学校

233 13636-1816-1 3 264 芳悠土井 80.8 丸宮土井 丹波市春日町鹿場

AAAAAA  原 雌 27.02.20 ふくよ 黒原1559182  福俊土井 井上　完一

234 13636-1837-6 7 248 丸宮土井 80.2 福芳土井 丹波市柏原町下小倉

ABAAAA 原 雌 27.03.08 しげよし 黒原1340981  照長土井 上田　真吾

235 13636-1804-8 6 275 芳山土井 81.5 照長土井 丹波市柏原町下小倉

AAABAA 原 雌 27.02.09 きたてる 黒原1449551 高 谷美土井 上田　真吾

236 14973-6089-9 1 244 芳山土井 80.5 丸宮土井 篠山市曽地口

BAABAA  原 雌 27.03.12 おりひめ 黒　2456067  照長土井 清水　健司

237 14973-6086-8 6 246 丸宮土井 79.0 光照土井 篠山市曽地奥

BBAAAA 原 去 27.03.10 いさき 黒　2285320  第２安鶴土井 岡本　栄一



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

238 13542-6103-1 3 259 福芳土井 79.3 丸福土井 美方郡新温泉町飯野

AAACBA  原 去 27.02.25 めぐみ 黒　2413795  福芳土井 村尾　和広

239 13542-5401-9 8 231 芳山土井 81.6 照波土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 去 27.03.25 はなふさ 黒原1368840 高 菊安土井 山本　智明

240 13542-5308-1 10 243 照忠土井 80.8 菊俊土井 美方郡新温泉町丹土

CABBAA 原 去 27.03.13 きよふく 黒原1239884  照長土井 県立但馬牧場公園

241 13542-5353-1 3 240 菊西土井 80.1 丸福土井 美方郡新温泉町多子

CACBAA 去 27.03.16 かつ１ 黒原1524452  幸豊土井 竹下　与輔

242 13542-5354-8 5 233 芳山土井 80.8 福芳土井 美方郡新温泉町多子

AAACAA  原 去 27.03.23 まつはな 黒原1444348  菊道土井 竹下　与輔

243 13542-5529-0 1 243 芳悠土井 81.6 芳山土井 美方郡新温泉町春来

AAABBA  原 去 27.03.13 おおみぞ８ 黒　2452182  谷福土井 福井　強

244 13424-0982-7 5 262 芳山土井 81.4 照一土井 美方郡新温泉町諸寄

AAABAA 原 去 27.02.22 さかえ２ 黒　2363041  福芳土井 大田　好雄

245 13542-5756-0 10 227 芳山土井 81.5 照長土井 香美町小代区野間谷

AAACAA 原 去 27.03.29 おじろ８ 黒原1299688 高育 谷福土井 朝倉　久子

246 13542-5514-6 10 274 芳山土井 81.5 照長土井 香美町香住区丹生地

AAABAA 原 去 27.02.10 たかこ 黒原1299683 育 菊安土井 今西　修輔

247 13542-5834-5 2 264 照和土井 80.6 福芳土井 香美町村岡区長瀬

去 27.02.20 よしづる 黒原1482194  安幸土井 谷渕　侑生

248 13722-4434-4 8 243 照忠土井 82.0 照長土井 香美町村岡区味取

BABAAA 原 去 27.03.13 たえこ 黒原1331187 高育 谷福土井 阿瀬　稔

249 13542-5667-9 4 249 芳悠土井 81.3 福芳土井 香美町村岡区神坂

ABABBA 原 去 27.03.07 みわこ 黒原1404853  照長土井 伊沢　正一

250 13542-6088-1 4 255 照忠土井 80.8 福芳土井 香美町村岡区丸味

BAAAAA  原 雌 27.03.01 みつえ３ 黒原1524398 高育 越照波 森脇　薫明

251 13542-6097-3 8 249 芳悠土井 82.4 丸富土井 香美町村岡区丸味

BBAAAA 原 雌 27.03.07 たかとよ４ 黒原1368951 改 第２安鶴土井 森脇　雄一

252 13542-5285-5 5 282 丸富土井 81.2 福芳土井 香美町村岡区味取

BACBBA 原 雌 27.02.02 てるゆき２の１ 黒原1423393  照長土井 西山　勝

253 13542-5789-8 8 267 芳山土井 83.6 福芳土井 香美町小代区東垣

AAACAA 原 雌 27.02.17 おふくの１０ 黒原1368882 高育改 照長土井 今井　正己

254 13424-0990-2 8 266 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 雌 27.02.18 はるみや 黒原1368874 高育 照長土井 田中　充



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

255 13424-0992-6 10 258 照忠土井 81.0 福芳土井 美方郡新温泉町諸寄

AAAAAA 原 雌 27.02.26 てるふく２ 黒原1299760  照長土井 田中　充

256 13542-5384-5 6 243 芳山土井 82.2 照長土井 美方郡新温泉町塩山

AAACAA 原 雌 27.03.13 みやなが 黒原1331258  安幸土井 野田　良之

257 13542-5977-9 5 288 福芳土井 81.2 丸富土井 美方郡新温泉町飯野

ABACCA  原 雌 27.01.27 てるとみ 黒原1482277  照長土井 村尾　高司

258 13937-6399-2 4 259 芳山土井 79.8 菊俊土井 宍粟市一宮町東河内

AAACAA  原 雌 27.02.25 きみとし 黒　2376693  第２安鶴土井 小池　一博

259 13722-5234-9 8 237 菊西土井 81.5 照長土井 朝来市和田山町野村

AACCBA 原 去 27.03.19 きくみ３ 黒原1331512  谷福土井 宮田　貴身仁

260 13542-6657-9 3 268 宮喜 81.4 丸福土井 豊岡市城崎町飯谷

CBCAAA  原 去 27.02.16 ゆりみや４ 黒原1561856  福芳土井 北村　幸弘

261 13542-6309-7 5 253 照海土井 81.7 福芳土井 豊岡市清冷寺

       原 去 27.03.03 よしや 黒原1489160  光照土井 浅井　光澄

262 13542-6859-7 7 233 丸宮土井 81.1 福芳土井 養父市大屋町大屋市場

BAAAAA 原 去 27.03.23 よしてる 黒　2294609  照長土井 岩花　希

263 13542-6836-8 7 237 芳山土井 81.5 菊俊土井 養父市森

AAACAA 原 去 27.03.19 えりとし 黒原1384181 改 谷美土井 田村　正宏

264 13542-6673-9 7 242 芳山土井 81.4 照長土井 養父市大屋町若杉

BAABAA 原 去 27.03.14 さおり 黒原1331090  鶴丸土井 高橋　大樹

265 13542-6681-4 7 240 丸宮土井 84.1 福芳土井 養父市大屋町若杉

BCAAAA 原 去 27.03.16 かずよし 黒原1331089  菊照土井 高橋　副武

266 13722-4942-4 6 250 千代藤土井 82.0 菊俊土井 養父市大屋町蔵垣

AACAAA 原 雌 27.03.06 みなえ 黒原1409470  照長土井 上垣　勇吾

267 13722-5099-4 2 270 菊西土井 81.1 丸福土井 養父市八鹿町高柳

BACBAA  原 雌 27.02.14 てるまる 黒原1594215  福芳土井 但馬農高

268 13542-6319-6 5 256 芳山土井 80.2 丸福土井 豊岡市中郷

BAACAA 原 雌 27.02.28 あおい 黒　2368113  照長土井 新田　義孝

269 13542-6415-5 3 281 丸宮土井 81.1 福広土井 豊岡市野上

       　 雌 27.02.03 きくやす２３ 黒原1561849  菊俊土井 西垣　富夫

270 13722-4779-6 3 292 丸富土井 81.5 福芳土井 豊岡市但東町河本

AABBBA 原 雌 27.01.23 ふくさくら 黒原1528519  照長土井 森井　正彦

271 13722-4780-2 8 282 丸宮土井 81.8 菊俊土井 豊岡市但東町河本

CCAAAA 原 雌 27.02.02 かなえ３ 黒原1369004  照長土井 森井　正彦



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

272 14451-8620-5 2 276 丸富土井 80.3 福芳土井 朝来市神子畑

AACCBA  原 雌 27.02.08 なにふく 黒原1542213  照長土井 仙賀　良男

273 13833-1939-0 5 283 芳悠土井 80.4 照長土井 佐用郡佐用町横坂

ABBBBA 原 去 27.02.01 ひまわり 黒　2369438  谷福土井 横坂共栄農場

274 14755-3406-9 3 282 芳悠土井 79.5 菊西土井 相生市矢野町真広

AABAAA  原 去 27.02.02 きくつるこ 黒　2402148  照長土井 坂本　修一

275 12539-2348-1 4 246 芳悠土井 80.4 奥隼 たつの市神岡町寄井

BBAABA 原 去 27.03.10 さかもと４７１７ 黒　2362286  谷福土井 三村　公男

276 14447-3311-0 6 264 芳山土井 79.7 菊俊土井 小野市昭和町

AAACAA 原 雌 27.02.20 なおてる 黒　2319446  菊照土井 藤本　幹泰

277 14628-0521-9 3 288 丸宮土井 80.6 丸宮土井 同性複数産子 小野市万勝寺町

BBAAAA  原 去 27.01.27 みやさかえ６の３ 黒　2432154  福芳土井 宮下　俊子

278 13636-1841-3 9 237 照忠土井 82.0 福芳土井 丹波市春日町鹿場

AAAAAB 　 去 27.03.19 あずみ２ 黒原1319562  照長土井 井上　良英

279 13636-1832-1 5 264 丸宮土井 81.2 福芳土井 丹波市氷上町犬岡

ACAAAA 原 去 27.02.20 ゆきひめ 黒原1459829  鶴山土井 勢志　政和

280 13636-1896-3 2 234 芳悠土井 80.6 丸宮土井 丹波市春日町棚原

BBAAAA  原 去 27.03.22 こんと５５ 黒原1592303  谷福土井 山本　智

281 13636-1833-8 6 266 丸宮土井 81.2 福芳土井 丹波市氷上町油利

AAAAAA 原 去 27.02.18 ちひろ４ 黒原1429651  菊原波 山本　定夫

282 14973-6091-2 6 235 芳悠土井 80.3 菊千代土井 篠山市曽地口

AAABAA 原 雌 27.03.21 ふくひめ 黒原1404924  照長土井 清水　健司

283 13542-5541-2 10 254 丸富土井 81.4 菊安土井 香美町村岡区和池

BABCBA 原 去 27.03.02 ともみ３ 黒原1299633  菊照土井 西崎　武志

284 13542-5606-8 5 252 芳山土井 80.4 丸福土井 香美町村岡区熊波

BAABAA 原 去 27.03.04 みつふく４ 黒原1482225  照長土井 井上　哲也

285 13542-5609-9 8 233 照忠土井 81.3 鶴山土井 香美町村岡区熊波

CABAAA 　 去 27.03.23 ふくつる 黒原1368924  照長土井 井上　哲也

286 13722-4213-5 1 292 芳山土井 80.4 照一土井 香美町香住区三谷

AAABAA  原 去 27.01.23 しげてる 黒原1624667  福芳土井 清水　容和

287 13542-5745-4 13 272 菊西土井 82.1 越照波 香美町小代区神場

BCBBCC 　 去 27.02.12 しょうふく２ 黒　2078788  安幸土井 上治　秀正

288 13542-5777-5 14 255 丸富土井 84.4 鶴山土井 香美町小代区東垣

BCCBCB 　 去 27.03.01 みやづる 黒原1170059  照長土井 中村　まゆみ



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

289 13542-5566-5 9 218 芳山土井 84.6 福芳土井 美方郡新温泉町春来

AAACAA 原 去 27.04.07 しょうふく８ 黒原1331240  菊照土井 田中　房夫

290 13542-5367-8 4 259 照忠土井 81.6 丸福土井 美方郡新温泉町丹土

CABAAA 原 去 27.02.25 みつひめ２の６ 黒原1501792  照長土井 西坂　嘉津美

291 13542-5408-8 4 253 照忠土井 80.4 福芳土井 美方郡新温泉町塩山

AAAAAA 原 去 27.03.03 ひでふく 黒原1482262 改 菊安土井 山本　郁夫

292 13542-6020-1 3 278 丸富土井 85.2 菊西土井 美方郡新温泉町飯野

BACBAA  原 去 27.02.06 あきにし 黒原1524468 改 照長土井 中井　のり子

293 13542-5336-4 7 219 丸富土井 82.0 福芳土井 美方郡新温泉町岸田

AAACBA 原 去 27.04.06 ふくみ 黒原1368852 改 鶴丸土井 田中　孝広

294 13542-5585-6 1 237 照忠土井 81.7 芳山土井 乳頭数不足 美方郡新温泉町海上

       　 雌 27.03.19 つつじ７ 黒原1624584  照長土井 その他 植田　秀作

295 13542-5376-0 12 272 芳山土井 82.0 照長土井 美方郡新温泉町丹土

BAACAA 原 雌 27.02.12 たけの８の６ 黒原1170093  安谷土井 中井　雄次

296 13542-5986-1 2 255 照忠土井 82.2 芳山土井 美方郡新温泉町春来

BAAAAA  原 雌 27.03.01 ますみやま 黒原1592114  照長土井 田中　栄一

297 13542-5520-7 4 261 芳悠土井 80.4 菊俊土井 美方郡新温泉町久斗山

ABABBA  原 雌 27.02.23 つるひめ２ 黒原1482293  福芳土井 鎌田　活美

298 13542-5818-5 5 266 照忠土井 82.5 菊俊土井 香美町小代区神水

BAAAAA 原 雌 27.02.18 さかえ５８１ 黒原1482202  福芳土井 藤原　吉子

299 13542-5820-8 7 259 丸富土井 82.5 福芳土井 香美町小代区神水

AACBBA 原 雌 27.02.25 ふくてる２ 黒原1404908 高 照長土井 藤原　吉子

300 13542-5768-3 8 254 丸富土井 84.0 福芳土井 香美町小代区秋岡

BBBCCA 原 雌 27.03.02 てるなお３の２ 黒原1368880  菊俊土井 今井　正人

301 13542-5735-5 5 265 芳悠土井 81.0 丸福土井 香美町村岡区川会

CBBBAA 原 雌 27.02.19 ときふく８の２ 黒原1482180  照長土井 谷　俊一

302 13542-5850-5 7 272 丸富土井 81.4 福芳土井 香美町村岡区丸味

BACCBA 原 雌 27.02.12 まつよ６の１ 黒原1368948 育 茂美波 小林　操

303 14596-0668-3 9 251 芳悠土井 81.5 菊俊土井 宍粟市一宮町能倉

BBACBA 原 雌 27.03.05 きくみ 黒　2219674  谷福土井 森岡　信雄

304 13542-7217-4 1 259 丸宮土井 82.0 芳悠土井 朝来市伊由市場

BBAAAA  原 去 27.02.25 ゆきつる３ 黒原1627813  菊俊土井 椿野　勝三

305 08617-5546-0 1 260 芳悠土井 80.0 菊郷土井 朝来市和田山町安井

       　 去 27.02.24 なをさと 黒原1624824  宮喜 県北部農業技術センタ



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

306 08617-5541-5 1 275 丸市土井 79.0 丸明波 朝来市和田山町安井

       　 去 27.02.09 よねとしあき 黒　2452222  菊俊土井 県北部農業技術センタ

307 08623-5537-9 2 287 照海土井 79.6 菊西土井 朝来市和田山町安井

去 27.01.28 ふく２６ 黒　2413855  幸豊土井 県北部農業技術センタ

308 13722-5095-6 2 289 照忠土井 80.2 丸福土井 養父市八鹿町高柳

CAAAAA  原 去 27.01.26 みゆきひめまる 黒原1594218  福芳土井 但馬農高

309 13748-3532-8 5 261 丸宮土井 80.5 福芳土井 養父市建屋

BBAABA 原 去 27.02.23 よしの 黒原1489211  第２鶴雪土井 野中　稔

310 13542-6832-0 10 252 芳山土井 81.6 照長土井 養父市森

AAACAA 原 去 27.03.04 ふさなが 黒原1299791  谷福土井 田村　正宏

311 13542-6860-3 6 230 芳山土井 80.6 菊俊土井 養父市大屋町大屋市場

AAACBA  原 雌 27.03.26 たまみ６ 黒原1449839  谷美土井 岩花　希

312 14451-8370-9 7 253 丸宮土井 81.1 福広土井 養父市大屋町宮本

       　 雌 27.03.03 みつひめ 黒原1409479  菊安土井 寺尾　智也

313 13722-4941-7 7 264 丸宮土井 82.0 福芳土井 養父市大屋町蔵垣

ACAABA 原 雌 27.02.20 ともよし 黒原1347510  第２鶴雪土井 上垣　勇吾

314 13542-6320-2 5 244 芳悠土井 81.0 照一土井 豊岡市中郷

BBBAAA 原 雌 27.03.12 ぴんこ２ 黒原1489154  谷美土井 新田　義孝

315 13542-6416-2 11 273 芳悠土井 81.4 第２鶴雪土井 豊岡市野上

CCBBBA 原 雌 27.02.11 あいつる０３ 黒原1271489  照長土井 西垣　富夫

316 13542-6658-6 6 250 芳山土井 82.8 宮奥城 豊岡市城崎町飯谷

AAACAA 原 雌 27.03.06 のぶみや 黒原1449814  菊伸土井 北村　幸弘

317 13722-4824-3 4 239 丸宮土井 81.7 照也土井 豊岡市宮井

BAAAAA  原 雌 27.03.17 たにたかなり 黒原1507992  福広土井 綿田　正人

318 14451-8621-2 8 274 千代藤土井 81.7 福芳土井 朝来市神子畑

AACBAA 原 雌 27.02.10 ぶんぷく 黒原1369063  菊道土井 仙賀　隆文

319 13722-5229-5 2 266 照和土井 79.4 丸宮土井 朝来市和田山町野村

       原 雌 27.02.18 みすずまる１２ 黒　2435139  照一土井 宮田　貴身仁

320 13833-1962-8 6 226 丸宮土井 81.0 福芳土井 赤穂市木津

BBAAAA 原 去 27.03.30 よしえ 黒　2289535  菊照土井 溝田　泰司

321 13833-1930-7 11 234 菊優土井 82.6 幸豊土井 佐用郡佐用町口長谷

BABBAA 原 去 27.03.22 まつゆき 黒　2123450 高 鶴丸土井 竹田　瞳

322 14355-0585-6 2 268 菊俊土井 80.0 福芳土井 小野市広渡町

ABACCB 去 27.02.16 ただふく２の２ 黒　2428230  光照土井 前田　勇雄



入場 耳標番号 産次 日令 体　重 価　格 購　買 生産者住所
番号 期待育種価 性別 生年月日 父 　 母得点 母の父 番　号 氏　　　名

育種価資格 母 母登録番号 母経歴 母の祖父

血　　統 損　　徴
摘　　要

323 14355-0560-3 9 246 芳山土井 81.0 照長土井 小野市長尾町

BAABAA 原 去 27.03.10 ゆき 黒　2226841  谷福土井 岡田　秀子

324 13542-6748-4 1 298 芳悠土井 80.7 照一土井 養父市大屋町若杉

       　 雌 27.01.17 ふくつつじ 黒原1627798  丸富土井 高橋　副武

325 13542-6092-8 2 284 丸富土井 80.3 福芳土井 香美町村岡区丸味

       　 雌 27.01.31 はつみ２ 黒原1592078  菊俊土井 森脇　雄一

326 14973-6085-1 5 227 芳山土井 80.0 茂隆波 篠山市曽地奥

BAACAA 原 去 27.03.29 ゆりか 黒　2334707 福芳土井 岡本　栄一


